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第10回 中国四国脳神経外科談話会

時 ：昭和53年9月9日（土）

場所：岡山ロイヤルホテル

世話人：川崎医科大学脳神経外科学教室

深井博志

1.両側大脳半球内に発育した脳梁体部

Epidermoid tumorの1例

広島大学脳神経外科

松村茂次郎，森信太郎，桑原倖利

石川進，魚住徹

伺本病院

岡本繁

最近孜々は脳梁体部i己発生し左右大脳半球内に向っ

て発育した巨大な epidermoidtumor の1例を経験

したので報告する．症例， 39歳女性，頭痛，歩行障害

を主訴として来院．神経学的には両側の著明なうっ血

乳頭，躯幹の平衡障害，拾抗運動反復障害，左半身計

測l障害，左方視時水平眼振を認めた． CT scanでは

大脳正中部に巨大な lowdensity massを認めた．

脳血管写で，右 pericallosalarteryは上方に圧排挙

上され，一方左 pericallosalarteryは外下方に圧排

されていた．気脳室撮影では両側々脳室体音［SIこ相当す

る所IC-不規則な空気陰影でその表面を被われた腫湯を

認めた．

以上の所見から脳室内に発生した Epidermoidと診

断し，左前頭関頭により，白色光沢のある被膜を有

し，オカラ様の内容物を含んだ腫湯を，両側 peri-

callosal arteryの周囲と癒着していた被膜を残して

亜全摘した．内容物の重さは約 150gmであった．両

側々脳室はいずれも下方に圧排されており，腔内には

大脳鎌を覆う様に標脳梁及ぴ両前頭葉内側面と考えら

れる薄い脳組織が認められたこと，術後の腔内造影l乙

て脳室が全く造影されないこと及び術後の CTscan 

で側脳室がほぼ完全に描出されたことから術後診断と

して脳梁に発生し両側大脳半球内lとほぼ対称的に伸展

したものと考えられた．組織学的には epidermoidで

あった．

2. 小脳の glioblastomaと思われる 1症例

川崎医科大学脳神経外科

藤本俊一郎，岩槻清，梅田昭正

岡山大学脳神経外科

岸川秀実

川崎医科大学病理

伊藤慈秀，水島陸枝

症 例 53歳，男性．昭和53年 2月頭痛，曜日士，歩

行障害で発症したー 4月14日当科入院時，両側うっ血

乳頭，小脳性失調歩行，左側協調運動障害， Romberg

陽性を認めた. CT, BAG，コンレイ脳室造影から左小

脳半球腫療と閉塞性水頭症と診断した目脳室ドレナー

ジ後，後頭下関頭により，左小脳半球内の境界不鮮

明，灰白色の腫蕩を亜全摘した．さらに V-Pシャン

ト， 6oco照射（3000rad) を行った． CTでは（iJ

plain CTで isodensityの部と lowdensityの部

を示し， enhanc巴dCTでほぼ均一な highdensity 

を示した．② 6oCo照射にも拘らずかなりの速度て腫

蕩の増大を示した．

組織像では 1腫場組織は墜の肥厚した多数の血管と

腫蕩細胞からなっていた．②腫場細胞は多形性，分裂

像著明であった．① TPAH染色で neuroglialfibril 

を認めた．以とから左小脳半球の glioblastomamu!-

tiforme と診断した小脳の glioblastomamu!-

tiformeは現在まで37例の報告があるが，組織像が呈

示されているものは11例にすぎず，その臨床像は明ら

かにされていない．そこで本症例の CT像の推移ど

組織像を示すとともに，文献的考察を加えて報告し

た．

3.頭蓋内悪性黒色腫の3例

岡山大学脳神経外科

古田知久，角南典生， .H恭永

村上昌穂，田淵和＼1［，大本亮史

中枢神経系原発の悪性黒色腫は，比較的稀な疾患
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で，本邦では1973年までに52例が報告されているが，

その臨床診断および転移性悪性黒色腫との鑑別はしは

しは閤難で｝ある．当教室において過去11年聞に経験し

た原発性2例，転移性1伊jの計3例を報告し考察を加

えた．症例lは62歳女性，主訴は幅吐・頭痛で，意識

障害・うっ血乳頭・左動限神経麻庫・四肢麻療等を呈

し， V-Pシャント術・放射線療法・化学療法を施行し

たが，発症後約11ヶ月で死亡した．剖検で頭蓋底のく

も膜下腔を中心F:広汎な病変を認めた．数個の肝転移

栄を認めたが，他の諸臓器・皮膚等には原発巣ど思わ

れる病巣は認めなかった 症例2は26縄男性で頭痛 ・

曜日土・右片麻捧を主訴として来院，腫蕩摘出術が施行

されたが術後約3カ月で死亡，剖検により左小脳橋角

部re主病変を認めた．症例3は41歳男性，右前腕皮膚

に悪性黒色腫が初発，摘出後3年で脳転移をきたし，

関頭術を行なったが，姉転移もみられ，術後3ヶ月で

死亡した．中枢神経系原発悪性黒色腫は軟膜より発生

し，ひまん性にまたは腫癒を形成して進展する. 20へ

30歳代に好発し，他の悪性黒色腫が60歳代t乙好発する

のに比して若年に多い．神経症状は脳圧充進症状を中

心として多彩で，頭蓋外への転移の報告もあり，特に

微小な原発巣からの頭蓋内転移との鑑別lこは，剖検時

の綿密な頭蓋外原発巣の検索を要する．症例1・2と

も，剖検時他に原発巣を認めなかったため中偲神経系

原発と診断した．

4.術後7年目に肋骨転移した parasagittal

rneningiornaの1f§l] 

福山市市民病院脳神経外科

山中明彦，景山敏明

meningiomaが頭宣告：外転移をきたすことは非常に

稀であるか，我々は，parasagittal meningiomaの

全摘術後7年を経過して肋骨転移で再発し，翌8年目

に頭蓋内臨場の再発と同時に，胸椎と肝にも腫楊転移

が疑われた症例を経験、したので報告する．

症例は32歳男性で，昭和45年6月， 170gの para-

sagittal meningiomaの全摘術を受け， 術後右片麻

里草，失語症を残していた．昭和52年3月，左第4肋骨

に腫癒を認め摘出術を受けたところ，約35gの meni-

ngiomaであった．ついで昭和53年6月よりた下肢の

麻庫をきたし歩行不能となったため当科に入院した．

レ線等の検査により，頭蓋内lこmeningioma の再発

と恩われる腫場を認め，さらに胸惟， BFにも臨場の転

移が疑われた． 7月12日開頭術にて左前頭部 extra-

dural lこ18g，左頭頂部 parasagittalに 5g，右頭頂

部 falxに 5gの独立した小さな腫蕩を摘出したこ

れらは初周手術創周囲より再発した臨床的に良性のも

のと思わ．れた．組織学的には，頭蓋内初発腫蕩，肋

骨部腫喜重，頭蓋内再発腫場とも同ーの angioblastic

meningiomaの所見を呈し，多形性軽度で，細胞分裂

はほとんどなく，組織学的にも比較的良性ヒ考えられ

た．

meningiomaの頭蓋外転移の報告例では組織学的

にも臨床的にも悪性と恩われる症例が多いが，我々の

症例は，組織学的にも臨床的にも比較的良性ヒ思われ

るにもかかわらず頭蓋外転移をきたした稀な症例ヒ恩

われたので報告した．

5.悪性頭蓋内腫痕に対する ACNU－放射

線療法の効果

一一 臨床・病理学的検討一一

川崎医大脳神経外科

神経病理本．放射線科料

藤野秀策，深井博志，中条節男

調輝男大小野山靖人特

水溶性 nitrosourea剤 ACNU の悪性頭蓋内腫携

に対する効果をみるため，色々な角度から検討を行者

っているが．今回は， 1）再手術した 2症例につき

ACNU－放射線療法後の腫蕩の光顕的変化， 2)1例

につき投与後急性期の腫療細胞の軍顕的変化について

報告したい．

症例1は42歳男．左頭頂葉・皮質下のおtrocytoma

grade 3.部分易ljのあと， ACNU500mg. 6120 rads 

の放射線療法施行． focal epilepsy IC難渋して再開

頭症例2は， 8歳女子．左の角田部の皮質下を占め

る astrocytomagrade 3.部分易IJのあと， ACNU150 

mg.放射線療法（4020 rads) . H-fi女，CT上，腫務残

存部分を中心に Cyst形成を認め，再開頭.ACNU-

放射線療法後の光顕的所見として， activeな腫湯細胞

の減少，線維ft，反応性の astrocytosisの増大傾向．

多核・巨核細胞の出現など認めた．症例 3は， 30歳

男． 左頭頂正中部の astrocytomagrade 4.術中

ACNU頚動注前， 5分， 10分， 15分後の標本をとり，

電顕像を比較. 15分後の電顕像にはじめて核の変

形，空II包， densebodyの増加，小胞休Lヲ拡張， Eト

コンドワヤの膨化などの変化を認めた グリオーマ自
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体の組織多様性， artefactなど考慮せねばならない

が， ACNU投与により，腫場組織像に何らかの修飾

を加わえる可能性を印象づけられた．今後，症例を積

み重ねていきたい．

6. 脳動脈癌の破裂警告症状について

岡山大学脳神経外科

三野章呉，土本正治，古田知久

遠部英昭，大本発史，西本詮

破裂脳動脈癌患者253例について，脳動脈癌破裂の

警告症状について検討した．警告症状としてはくも膜

下出血発作によると考えられた症状群を除外し，それ

以前にみられた症状とした．警告症状発現率は37.5%

で，男性・ 30.5%，女性： 45.1°ot，女性にやや高率

に認められた また加齢に伴って発現率は減少傾向を

示し，特に女性で著明であった．脳動脈癌の部位別に

みると椎骨・脳底動脈部で63.6%どやや高い傾向がみ

られた．各部脳動脈癌の警告症状は大河原の分類によ

って， (I）脳動脈癌による直接的な圧迫，癒着によると

思われる症状群，（2）脳動脈癌からの小出血による髄膜

刺激症状と考えられる群，（3）脳動脈の spasm，限局性

小血腫，閉塞によると思われる一過性脳虚血症状群に

分けた．第1群：複視，限験下垂，眼球運動障害，視

力低下，視野狭窄などの動眼神経，視神経症状は内頚

動脈癌，前交通動脈癌などに多〈，第2群：全般性の

頭痛，晦気， H匡吐などは各部共通に，高頻度にみられ

た．第3群：一過性の脱力，知覚異常，言語障害など

は中大脳動脈癌に多くみられた．症状の発現から動脈

癌破裂までの期間をみると，第1群は 2週から 4週間

に多く，第2群ほ 2週間以内，とりわけ 1週間以内に

多く，第3群は 2週から 6ヶ月にわたって広く分散し

ていた．以上より第2群の全般性の頭痛，恒気， E匿吐

などの症状は脳動脈癌破裂の警告症状として関連が深

いと考えられた．

7.巨大内頚動脈癌の2例

国立福山病院脳神経外科

別宮博一，則兼博，宮本俊彦

病理

岡本司

症例 1.60歳女，左内頚動脈海綿静脈洞部巨大動脈

溜（4×4×3.7 cm）.血管写上，十分な crossfilling 

があり，マタステストも陰性のため，総頚動脈結紫術

を施行した．術後圧迫症状が進行したので，内頚動脈

のトラッピングを施行した．術後，ゲJレストマン症候

・失語症を呈したが，これらの症状および圧迫症状ば

漸次改善された．

症例2.52歳女， 左内頚動脈巨大動脈癌（C2por-

ti on) (2. 6 x 2. 5×2. Ocm）.左 A1K hypoplasiaが

あり， crossfillingは無く， Pc om A を介する血流

も無いため，頚動脈結主主術は行わず，直接手術を施行

した．内頚動脈は著明l亡狭小化しており，クリッピン

グ後，辛うじて血流を保てる状況であった．術後3日

聞は右片麻療はあるが，言語応答可能であったが，そ

の後，右片麻庫の進行と失語症を呈し， CAGでは内

頚動脈起始部に閉塞を認めた. 3週後 STAMCA吻

合術を施行したが， 1週後に急性肝萎縮で死亡した．

剖検により内頚動脈起始部には異常所見なく，クリッ

ピング部の内頚動脈に血栓が認められた．

我々の2症例は，いずれも－次的に STA-MCA吻

合術が必要であったと思われる．

演題7の追加演題

巨大内頚動脈癌の 1例

徳島大学脳神経外科

山下茂，上回伸

我々も左内頚動脈海綿静脈洞部巨大動脈癌に STA-

MCA吻合術を行った後，内頚動脈結君主術を施行した

症例を経験した左前・中大脳動脈領域は椎骨脳底動

脈系を介して造影されていたが，種々のことを考えて

内頚動脈結殺に先立つて STA-MCA吻合術を行っ

た. patencyはよく，吻合部を介して側頭葉領域がよ

く造影された．また，術後左椎骨動脈写では動脈癌陰

影は著明に縮小しているのが認められ，術後の経過は

II買調であった．

8. 中大脳動脈癌破裂急性期の CTと予後の

相聞について

広島市民病院脳神経外科

谷川雅洋，宮田伊知郎，柴田憲司

島村裕，真鍋武聡，三宅新太郎

昨年6月より本年3月末までの10ヶ月聞に経験した

急性期24症例について CTによる検討を試みた. CT 

上の血腫所見の有無を橋槽，迂廻槽，四丘体槽，視交

叉槽，半球間裂，シルピウス大脳裂，大脳窮E軍部，脳

室と脳内血腫の9項目について検討した．これら 9項
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自の所見率からみた血腫分布ではシルピウス大脳裂

(96°~ ） . 大脳窮陸部（70~~），脳内血腫 （50%）の！｜蹟

で頭登底クモ膜下槽でほ， 20～40°0であった．これら

血腫の発症から記録までの期間どの関係をみると，時

間経過とともに血腫所見率の低下がみられたが，特に

変化を受け易い箇所は橋槽，四丘体槽，視交叉糟及U、
半球関裂であり，変化の少ないものはシルビウス大脳

裂と脳内血腫であった．

重症度と CT所見の関係をみると， Grade I ・ n 
(Hunt & Hess）では血腫はシルビウス大脳裂と大脳

望害復部にほぼ限られ，］［ . I¥では高不に脳内血腫を認

め，まえと頭蓋底クモ膜下槽への広汎な血腫分布を示し

ていた. Grade Yでは全例脳内血腫がみられ，］［ . IV 

同様に広汎な血腫分布を呈していた．

Grade別に 3群に分けて， 前述の9項目の血腫所

見率との関係をみると，視交叉槽，大脳害事陸部，脳室

内血腫と脳内血題では重症度が増すに従って血腫所見

率の直線的上昇がみられた．また，手術予後との関係

から GradeI ・ ［の軽症例で CT所見で広汎な血腫

分布かみられる例では術後 spasmの発現率が高い．

以上につき報告した．

9. 脳動脈癌だろうか

県立広島病院脳神経外科

北岡保，冨原健司，米沢学

症例は34i.九／ノ、性． 右三叉神経及び動眼神経麻療を

きたし，頚動除写で，右内頚動除，後交通勤肱分岐部

に動除癒を認め，これに対し，クリッピングを行っ

た．その術中，右中大脳動詠三叉部の分岐部に，幅

0.8mm，長さ 3mmの異常な動防く壁の部があり，動

防（ll／層の一部が，あたかも断裂したように赤く，波

状動！｝｝癒壁の簿くて赤い所と同様な所見であった．

Stehbens によると（I)funnelshape dilatation, (2) 

area of thinning, (3) microscopic evragination と

初期動詠癌変化を分けているが，本症例l士（2）に相当す

るものであろう．今後裂状動除溜になるか否かは，動

除撮影を経時的におこなう必要がある．

10. くも膜下出血による髄液循環障害に対す

る Lilliequist膜切開の効果

山口大学脳神経外科

東 健一郎，波多野光紀，｜町美古征生

岡村知1'1'，山下哲男

くも膜下出血後に髄液循環経路の閉塞または髄液吸

収の阻害により，正常髄液圧水頭症（NPH）を来す症

例があることが知られているが，我々は破裂脳動脈溜

患者 111例中19例l乙飽液循環障害の改善を目的とし

て，動脈癌直達手術時に意図的lζLilliequist膜（L

膜）を切開する試みを行なった．その結果 CAGまた

はCTによる術前・術後の脳室計測により，術前IL存

在した脳室拡大が術後消失したものはL膜切開群では

42.1%で， L膜非切開群の11.5%に比して圧倒的に多

く，また術前lζ存在しなかった脳室拡大が術後出現し

たものはL膜切開群では 5.3%で，非切開群の13.8%

lこ比して少なく，術後の脳室拡大の頻度はL膜切開群

で明らかに減少していた． しかし一方， L膜切開群で

は術後硬膜下水腫が31.6°古と高率に発生し（L膜非切

開群では5.7°'o）， 髄液吸収器の末梢における吸収障害

K対しては， L膜切開の効果が及び難いことを知っ

た． しかし脳室拡大は髄液循環障害以外の原因でも起

るので，破裂脳動脈溜手術症例について，臨床症状，

検査成績およびシャント手術の効果から retrospee・ 

tive p:. NPHと考えられた症例の発生頻度を求めた

ところ， L膜切開群では10.5°0，非切開群では16.3%

であった. L膜切開群では NPHの発生頻度が僅かに

少なくなっているが，この両者聞には推計学的に有意

差はなく， L膜切開の NPHの予防または治療効果11:

つロては，明らかな結論は得られなかった

11. Extravasation を認めた外傷性急性硬

膜下血腫

岡山大学脳神経外科

松本章伝，西本詮

国立岡山病院脳神経外科

衣笠和孜，奥村修三

ノド，1,,'J:;(l; ・病院 外科

井上真

外傷性頭蓋内血騒例の脳血管写において，稀lζ造影

剤の extravasation を認めるこどがあるが，その大

部分は硬膜動脈の破提によるもので，硬膜外血騒を合

併している場合が多い．

一方，外傷性急性硬膜下血腫例で，脳血管からの

extra vasationを認めることは極めて稀であり，その

報告も少ない 最近，我々は，外傷性急性硬膜下血厳

例の脳血管写において，脳動脈からの extravasation

を認めた2例を経験した．第1例は， 46歳男性．頭部
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外傷後4時間自の頚動脈写にて，骨折線に近接した，

中大脳動脈皮質枝に extravasation を認めた．第2

例は40歳男性．頭部外傷後2時間目の頚動脈写にて中

大脳動脈皮質枝に extravasation を認めた．この例

は extravasation と骨折とは関係がなかった．いず

れの症例も手術により，急性硬膜下血腫と， extra-

vasation部に一致した動脈性出血を認めている．

過去，外傷性急性硬膜下血腫例で，脳血管からの

extravasationを認めた症例は，文献上14例の報告が

あるが，それらの特徴は， 1.ほとんど全例成人であ

る. 2.全例男性である. 3.中大脳動脈に多いー 4.受傷

後脳血管写までの時聞は，大ていは 2時間以内であ

る. 5.受傷直後から昏睡状態に陥って＼＇.＞るものが多

く， f後不良である また，脳血管写上， extravasa-

ti onの形は，煙状のものから aneurysm様のものま

でさまざまであった．

12. 中頭蓋寓ク毛膜嚢腫の嚢腫内出血の 1症

仔リ

高知県立中央病院脳神経外科

筒井巧，浅野拓，吉村晴夫

症例は10歳男児．本年3月に左側頭部を殴打された

ことがある． 6月中旬に頭痛と日直吐どが出現． 7月3

日の初診では，軽度左眼球突出，左側頭部の膨隆があ

り，神経学的には両側うっ血乳頭を認めるのみで他に

著変はなかった．頭蓋単純写では左中頭蓋腐の拡大ど

岡部の骨の葬薄化とがみられた． CT-scanでは左中

頭蓋寓大半を占める円形の lowdensity areaと，前

頭・側頭・頭I買の脳表にひろがる low density area 

とがあり， 左 CAGでは左中頭蓋禽の大きな mass

lesionと硬膜下の effusionを思わせる無血管野とが

存在した． RI脳槽シンチグラムでは， mass lesion 

への uptakeはなかった．左前頭側頭開頭術を行なう

と， convexityには慢性硬膜下血腫によく似た厚い

前膜を有する褒腫を認め，吸引により約 200mlの

xanthochromicな液を得， convexityの嚢腫のみな

らず，中頭蓋寓の褒腫の内容をも吸引でき，両嚢腫は

交通のあることが判明した．肉眼的所見では慢性硬膜

下血腫がヴモ膜護麗と交通したものだと考えられた

が，被膜の組織学検索では血腫被膜の像はなく，いず

れも肥厚したクモ膜で，褒腫内出血をおこしていたこ

とが判明した．この症例では，クモ膜嚢腫内に，外傷

により，出血が生じ，中頭蓋笥の脳表側のクモ膜の穿

破がおこり，その後，このクモ膜が中頭蓋底におしつ

けられ， convexityの獲腫と中頭蓋腔とが交通したも

のだと考えた．

13. 定位脳手術法を応用し，脳深部の弾丸片

を摘出した 1例

吉嶋淳Ii, 村山佳久，本藤秀樹

小原進，松本圭蔵

最近我々は，右後頭葉深部に1s1F間残遺していた弾

丸片を定位脳手術法を応用して，容易に摘出できた 1

例を経験したので報告する．

症例は， 31歳男性で， 18年前，手製銃K火薬をつめ

ている時暴発し，弾丸片が右眼寓上部より頭蓋内に侵

入した．その後何らみるべき神経症状なく，平常の生

活をしていた．受傷後13年自に全身痘車種発作と40分間

の意識消失をみたが，発作後の麻療はなかった．受傷

後18年目（昭和53年 1月）に強直性主主筆発作と 1時間

の意識消失，さらに発作後左片麻庫をきたした．麻療

は徐々に回復した．昭和53年2月1日，当科に入院し

た．頭部単純写により右後頭葉深部に金属性の異物と

右眼笥上部の骨欠損を認めた． 2月10日，まず局所麻

酔下に，松本式定位脳手術装置に患者の頭部を固定し

たのち右後頭部に穿頭孔をあけ，手術針を異物に到達

させ，これをポリエチレン管におきかえて，インジゴ

カルミンを注入して到達路の染色を行った．ついで全

身麻酔下に，患者を左側臥位とし， 穿頭孔を約 3cm

径に拡大し，硬膜を開き，手術用顕微鏡下に，手術針

刺入孔を約 lcm幅に切開しつつ，その染色域をすす

み容易に異物に到達し，摘出を行った．弾丸片は硬口

線痕組織におおわれており，一部側脳室の脈絡叢どの

癒着を認めた． 3月3日，右前頭部の皮質糠痕組織切

除術をも行った．患者は現在，神経学的に異常はなく

元気に仕事に従事している．

14. Arnold Chiari 奇形に頭蓋底陥入を合

併した 1例

愛媛大学脳外科

善家迫彦，森洋二，宍戸豊史

本崎孝彦，郷間徹，榊三郎

松岡健三

症例は38歳の女性．約10年位前より何等誘因なく，
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暖声，えん下困難，後頭項部痛，めまい，歩行障害，

手のしびれ感，発汗異常等があり，小脳，下部脳神

経，上部頚神経，及び自律神経失調様症状等多彩な症

状をともなって入院した．頭部単純断層撮影にて，頭

蓋底陥入症，後頭骨環椎癒合症を認めた．両側椎骨動

脈撮影では， PICAの頚椎管内下降，両側椎骨動脈の

hypoplasia，鎖骨下動脈前斜角筋部での両側狭さくを

認めた．手術ば後~；il下関頭，第 1 及び第 2 頚推椎弓

除去を行った第2頚椎椎弓のレベルまで降下した

Tons ilia を認めた． 術後は比較的良好に経過退院し

た．以上について若干の考察を加えて報告した．

15. 大後頭三叉神経症候群を主症候とした頭

椎後縦靭帯骨化症の 1治験例

鳥取市立病院脳神経外科

中尾吉Ji＼，吉津法爾

我々は，後縦靭帯肥厚に関連したと思われる，頑固

な GOTSを主症候として，長期間経過した後，後縦

靭帯骨化が，出現した症例を経験したので報告する．

症例は40歳の女性で， 10数年来の頑固な後頭部痛，

肩こりなどを訴え，昭和50年9月3日当科を受診．神

尚子的に，両側大後頭神経の圧痛と，項部及び肩甲帯

の筋緊張元進を認めたほかは，特に異常を認めず，頚

椎側面レ線像及び断層撮影においても，明らかな異常

ば認められなかった．さらに約1年後には，両側三叉

神経第 I・1枝の圧痛も出現した．昭和53年3月頃か

ら，新たに，右上肢の筋力低下（握力：右 6.5kg，左

17kg），右上肢の表在知覚鈍麻，右上下肢の深部知覚

低下が出現したが，深部腿反射は正常で，病的反射も

認められなかった頚椎側面レ線像で，第4頚椎から

第6頚椎レベルにわたり，椎体後縁にそう棒状の骨化

像が認められ，また脊髄造影では，第 3頚椎下総か

ら第5頚椎レベ？〉にわたる陰影欠煩像が認められた

そこで，昭和53年6月20日，脊｛賀1造；；（；における陰影欠

損部K －致した，第3頚椎下部品、ら第5頚椎に及ぶ椎

弓切除を行なった．術後は，頑固な頭痛は軽減し，項

部及び肩甲帯Yコ筋緊張冗進も消失し，また右上肢の筋

力低下も回復（握力：右 20kg，左 20kg）したか，右

上下肢の軽度の知覚障害は残存している．

16. 経鼻下重体手術の 4例

徳島大学脳神経外科

中川崎！万，坂本学，吉嶋淳生

岡田雅博，松本圭蔵

トルコ鞍部の腫療に対する手術は，従来前頭関頭法

が主であったが， X線テレヒ，手術用顕微鏡の発達と

どもに，より精密な操作が可能となる oro-nasoseptal

transsphenoidal approachが用いられ，よい成績が

えられている．さらに最近では CTscanの進歩lとよ

り通常の horizontalsection に加え coronalsection 

が行なえるようになり，今まで診断しえなかったトル

コ鞍内の腫療に対する診断も正確に行なえ，下重体腺

腫をはじめとしたトルコ鞍部の腫療の鞍上部への進展

の度合も正確に推測することができるようになった．

最近われわれは Hardyらの術式を modifyして，

lgm以下の functionalmicroadenoma ( eosinophilic 

adenoma) 2例および intrasellar craniophary・ 

ngioma 1例に摘出術を行ない，また suprasellar

extensionを伴なった chromophobeadenoma I例

に対し，まず一次的に前頭関頭法によりトルコ鞍上

部の腫場摘出術を行ない，次いで oronososeptal 

transsphenoidal approachによりトルコ鞍内に唆し

た腫療を摘出するという 2段階の手術で，全摘出術を

行ない良好な結果をえた．これらの症例につき CT所

見を中心として若干の文献的考察を加え報告した

17. 第3脳室に限局した craniopharyn・

g1oma 

松山市民病院脳神経外科

浅利正三，桜井勝，鈴木健二

貞本病院脳神経外科

貞本和彦

Craniopharyngiomaは全脳腫場中1.7～7. 2~o を占

めるが，~＇腫揚が第 3 脳室内K限局して発育した例は
文献上きわめて少ない．最近我々は，このような特殊

な発育形態をとった本腫療を経験し手術的に摘出する

機会をえた．

症例は53歳の男性，昭和51年11月頃より頭痛をきた

し始め，次第に幅吐，全身倦怠感を伴うようになり，

昭和53年3月頃より失見当識をきたすようになり近医

へ入院し，腰椎穿刺にて圧上昇，蛋白増加が認められ

たため， 5月24日当科へ入院した．入院時藷品レベル

は1度，軽度うっ血乳頭を認めた他には異常所見はみ

られなかった．一般検査においても異常はなく，腰椎

穿刺Kて圧上昇，蛋白増加がみられた．脳l侃＇／；写では

側脳室拡大が認められた． Biplane CTスキャンで
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は，第3脳室内を占拠する増強効果の著明な円型の

high density areaがみられ， coronalCTでは鞍

上槽の存在によりトルコ鞍部との関係がないことが

明らかであった．選択的第3脳室造影では第 3脳室

前半部l乙明瞭な陰影欠損がみられた． Transcallosal 

approach により腫療を亜全摘した．腫場は比較的柔

かく易出血性であり，脳室墜とは右前下方で強くゆ

着していた．組織学的には Squamouscell type の

craniopharyngioma と診断された経過は比較的良

好である．

第3脳室内へ限局して発育した craniophary-

ngiomaは，これまで6例が報告されている．今回，

これらをまとめて文献的に考察を加えて報告した．

18. 頭蓋外に発育した巨大脳腫虜

宇部興産中央病院

渡辺浩策，橋本康彦，宮脇暦夫

51歳の女性， 49年11月頃より頭痛，時々幅吐を来

し，次第に症状進行し，歩行に際しふらつくようにな

” 
’＂・ 
50年9月初診， 50年10月左側頭髄膜腫の診断にて関

頭， GradeEの手術を行う．腫蕩ば約 65g，組織学的

には meningotheliomatousmeningiomaであった．

術後経過良好であったが，頭痛，記憶力低下，視力障

害を訴えて再入院， 51年9月，脳室腹腔短絡術施行，

術中，脳室拡大を認めるも，腫湯の再発は認められな

かった.52年1月より昏睡状態となり同時に左側頭部

に腫癌を認めるようになり，その腫癌急速に増大，約

10ヶ月聞にて，頭蓋外腫湯のみて， 2,700gに達した．

50年10月手術時の腹癌は，組織学的に， meningo-

thelimatous meningiomaの所見を呈しているが，核

はやや大小不同を認め，又 mitosisを認められ，脳実

質への浸潤を認める像もあります再発腫療の組織所

見は， sarcomatousに増生し，前回の tumorとは異

なり， spindleな tumorcellか sarcomatousな増

生を示し， fibrosarcoma或いは malignantschwan-

no maを思わせしめるが，一部には渦状を呈する

patternを認め，鍍銀染色では，鍍銀線が細胞集団を

とりかこむ所見を認める．以上の点より本腫療は

sarcomatousな patternを示した malignantmen-

ingiomaと考えられます．

19. 頭蓋骨転移を来たし，特異な症状を呈し

た Ewing’ssarcomaの1例

香川県立中央病院脳神経外科

吉野公博，滋野信美，武本イーケ、

片木良典，土井章弘

松山市民病院脳神経外科

浅利正二

静脈洞圧迫による頭蓋内圧克進症状を呈した転移性

腫湯の 1例を経験したので，若干の文献的考察を加吋

て報告した．

症例l士， 7歳女児で， S51年7月発症，右肩甲部の

腫癌に気付き， 8月岡大整形外科で右肩甲骨摘出術を

施行，術後組織診断で，Ewing’ssarcomaであった．

以後，経過良好であったが， S52年8月，後頭部腫痛

に気づき，次に頭痛直吐を訴え，当科入院，入院時神

経学的には，両側うっ血乳頭，右外転神経麻庫があっ

た頭部断層撮影で，後頭部に骨溶解像がみられ骨シ

ンチグラフィで confluens of sinus部に異常集積

像が認められた R-CAG静脈相， SSSの高度の狭

窄像が同部にみられた． 以上より， confluens部の

tumor の診断のもと， 後頭部関頭による腫蕩除去術

を行なった.tumorは， epiduralspaceより硬膜，

頭蓋骨へ進展していた．術後の R-CAG で SSSと

tranverse sinusの血流の正常化がみられ，同時に神

経症状をまもなく改善して，現在も異常は認めており

ません．考察， Ewing’ssarcoma は，小児・若年性

に多く，頭蓋骨rz:.原発することは少ないが，他の部位

よりの転移は，かなり高率である．また sinusを圧迫

して静脈の血流障害により，頭蓋内圧の冗進を来たし

た本症の如き報告は，きわめて少ない．頭蓋転移した

悪性腫揚が sinusの confluens部を圧迫して頭蓋内

圧冗進を呈した症例を経験したので報告した．

20. 後頭下関頭例の検討

徳島大学脳神経外科

目下和昌，藤本尚己，三宅

牧野章，富田恵輔，松本圭蔵

我々は昭和50年4月から昭和53年3月までの3年間

に208例の関頭術を経験した．そのうち後頭下関頭を

行ったものは43例であった．その内訳は，小脳橋角部

腫湯が11例で最も多く，次いでグリオ－ 79例，脳動

脈癌4例，血管芽腫3例，高血圧性小脳出血3例，転

移性脳腫湯2例， Arnoldchiari奇形2例，外傷性後
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頭蓋脅血腫2例，その他7 例であった．患者の＂l-l~ii11J

布は 1歳8カ月から74歳にまでおよび， 15歳未満の小

児例9例ば腹臥位で手術を行った. 15以以上の34例の

うち28例は座伎で， 6例は腹臥位で手術を行った．座

位で手術を行った症例のうち，超音波ドプラ一法と呼

気中の C02濃度測定を行った最近の11例中 3例，

27. 3~；，に空気栓去の発生がみられた．これらの症例は

直ちに中心静脈カテーテルより空気を吸引除去し，合

併症をみたものはなかった．

空気栓塞の発生頻度は従来考えられていたものより

高〈，モニタリングの精度の向上によるものと思われ

た．その他術中の合併症として，不整脈が1例にみら

れた．後頭蓋脅の減圧対策として，原則として全例に

脳室ドレナーヲを行っているが，悪性腫湯の場合や術

後脳浮腫が増強すると予想される場合には硬膜を開放

したまま関頭している．術後合併症として鴨下性肺炎

2例，感染1例，髄液痩1例，消化管出血2例などが

みられたか，これらの合併症は＼＞ずれも適切な処置に

より克服することができ，後頭下関頭術を行った症例

で手術中ならびに入院中の死亡例はなかった．

21. 視床手術を行なった企図振戦の 2例

徳島大学脳神経外科

津田敏雄，岡田雅博

曾我部紘一郎，松本圭蔵

小脳疾患や多発性硬化症においてみられる，企図振

戦l土，患者にとって，わずらわしい不随意運動であ

り，その積極的治療としては，定位的視床腹外側核部

手術（以下 VLthalamotomyと略す）が有効である

ことは，よく知られているが，数多くはおこなわれて

いないようである．今回，われわれは，老人性振戦に

よると思われた企図娠戦を呈する 2症例に対し， VL

thalamotomyを行ない， 良好な結果をみたので報告

した．

症例1・6%¥J〕男性で， 10年来の進行性振戦をもっ

患者である．神経学的には，左側により強くみられ

る，両側性企図振戦を呈し，それ以外には特記すべき

所見はみられなかった．そこで，利手が右であったた

め， LtVL-thalamotomyを行なった．術直後より，

右手においては，全く振戦は消失し，左手において

も，わずかに残在する「；＇ I支lこまで改善した．

症例2: 63歳の男性で，症例 1と同様に左側に強い

企図振戦がみられ， Rt-VL-tha lamotomyをおこな

い良好な結果をみた．

以上， VLthalamotomyにより良好な結果をえた

企図振戦を呈する 2例を報告するとともに，術後破壊

巣の CT像について検討した．なお，症例 lの，術

前，術中，術後の状態を 16mm映画で供覧した

22. 定位視床手術による破壊巣の CT像

徳島大学脳神経外科

村山佳久，津田敏雄，神山悠男

松本圭蔵

当教室では過去約2年聞に46例の定位視床手術を経

験してきているが，最近の22例について， CTにより

高周波凝固破壊巣の検討を行った．これら22例の破壊

巣ば CT上正確に視床腹外側核部を中心にみられた

なお詳細にこれらを検討すると，まず手術後2週間以

内に CTを行った12例中 5例は， lowdensityを示す

部分の中に小さな highdensity部があり，破壊巣内

に出血があることが想定された．他の 7例では low

density のみでこの lowdensityは内包にまでおよ

んでいるのがみられた．手術後2週以後に CTを行っ

た14例中9例は全例 lowdensityを示し，その部は

正確に版外側核部内にみられた．他の5例では CT上

破壊部を思わせる所見はみられなかった．興味あるこ

とは，術後一過性の confusion その他の合併症をみ

た5例は前述した破壊巣中に出血があると想定された

例であった．したがって，従来気脳写のための空気注

入による合併症と思われたものの中に，実は破壊巣内

の出血によるものもあることがうかがえた.CTによ

り視床手術の破壊巣を確認できることは将来の定位脳

手術の発展に資するところ大であると考える．

23. 意識障害と髄液中 CyclicAMP 

国立岩国病院脳神経外科

難波真平，石光宏， {r/1宗根進

目的及び方法 Cyclicadenosine 3' 5’monophos・ 

phate ( C AMP）は，脳内l己最も高濃度lこ含有されて

いる．またそれは不活性型の細胞内酵素を活性化する

という機序により種々の細胞内代謝に関与するとされ

ていることから，その濃度は脳における代謝レベルの

1つの指標となる可能性が考えられる．そこで種々の

程度の意識障害を有する頭部外傷群18症例，脳血管障

害39）定例，その他4症例の61症例での 108検体の髄液
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中 c-AMP濃度を radioimmunoassay法により測

定し，意識障害の程度と髄液中 C AMP濃度とに相

関があるかどうかについて検討した

結果意識清明群の髄液中 c-AMP濃度は 46.0士

13. 8 pmo/ml （以下単位略），傾眠群34.8主11.7，昏

迷～半昏睡群23.1土7.0，昏睡～深昏睡群3.6土1.7で

意識障害の強いものほど髄液中 c-AMP濃度は低下

する傾向を示した．また5症例では意識レベルの変化

ヒ髄液中 c-AMP濃度の変化を経時的に観察した

が，意識の改善傾向を示した2症例では c-AMPは

上昇し，反対に意識レベルの低下した 1症例では c-

AMP濃度も低下した．さらに深昏睡状態のまま死亡

した2症例では c-AMPは持続的にきわめて低い値

を示した．また Ldopa, Thyrotropine Releasing 

Hormone (TRH) を投与した12症例でも意識の改善

は c-AMPの上昇ヒ関連があると恩われたが， c-

AMPの上昇が L-dopaあるいは TRH の投与と因

果関係を有するかどうかについては明らかでなかっ

た．

24.意識障害における眼輪筋反射

川崎医科大学脳神経外科

中条節男，深井博志，藤野秀策

主病変が大脳半球にある意識障害例を対象として，

脳幹障害レベルの判定や予後どの関連について銀輪筋

反射を用いて検討したので報告する．

意識障害のない大脳半球病変症例の中には，中枢病

変対側の R1および Rzの潜時延長を示すものがあ

り，しかもこれらの症例は意識障害を経過したり，運

動・知覚障害の残存するものが大部分であった.~艮輪
筋反射に対する高次からの影響がうかがわれる．

意識障害が関脳レベルにどどまるものでは， R1お

よび Rzの潜時の延長あるいは振幅減少，消失がみら

れた臨孔散大，対光反射消失なと・中脳レベルの障害

を示す例では，刺激パラメーターをかえて長潜時の

R1がみられるが Rzの出現は稀であり，意識障害が

進展して橋・延髄の障害を示すものでは R1およびRz

ともに反応は全くみられなかった．これらの結果に応

じて，予後の面でも間脳レベル障害例では回復可能，

中脳レベル障害例では更に悪化して次レベルに進む

か，回復しても値物状態にとどまることが多く，障害

が失調性呼吸あるいは無呼吸を示す橋・延髄レベJレに

進展したものでは全例死の転帰をとった．

以上の結果から， R1およびRzに対する上位大脳半

球からの影響の存在が示唆され， Rzの反射経路は主

どして中脳レベル以下の脳幹にとどまるものと考えら

れる．限輪筋反射が意識レベルの診断，予後判定に有

用な検査法と考え報告した．

25. 頭部内頚動脈癌治験例

鳥取大学脳神経外科

中家康博，外閥康男，酒井龍雄

日比谷潔志，宍戸尚，村岡浄明

喜種善典，斉藤義一

鳥取大学第一病理学教室

湯本東吉

頚部動脈癌の原因として，先天性異常，動脈硬化，

外傷，特発性嚢胞性中膜壊死，細菌，梅毒，狭窄末梢

部拡張，種々の動脈炎によるものがある．私達は外傷

性総頚動脈癌1例，先天性中膜形成不全及び特発性中

膜壊死によると考えられる頚部内頚動脈癌2例を治験

したので報告する．

症例 1: 49歳男性，主訴は右側頚部腫癌・頚部をガラ

ス片にて切傷， 2ヶ月後側頚部腫癌に気付く．その後

増大傾向あり，頚動脈写にて，右総頚動脈癌と診断され

当科で総頚動脈結重量， 動脈癒切除をうく．組織では，

外膜周囲の線維化，外膜より内膜にかけての器質化著

明で，外傷性動脈溜と診断

症例2: 62歳女性，主訴は畷下時咽頭痛， 3年後左

扇桃部腫脹K気付き，当科受診，左頚動脈写Iζて左頚

部内頚動脈癌と診断，内頚動脈結主主，動脈癌切除を行

なう．組織にて中膜，外膜の癒痕化が著明，動脈硬化

性病変とは考えにくく，特発性中膜壊死と診断．

症傍1]3 : 5歳男児，増大する右頚部拍動性腫溜形成

を主訴とし入院．紡錘状内頚動脈癌と診断，総頚動脈

結室長術を行なう.12ヶ月後再発，総頚動脈，内頚動

脈，外頚動脈を結~， 動脈溜切除を行う．組織にて，

全体が非薄，硬化し，層権築の分別が不明瞭で，線維

化が強く，内弾性板は判別できず，先天性の中膜形成

不全による動脈癌と考えられた．

世話人発言：

過去10年間の中国・四国脳神経外科談話会の

プログラムより見た中国・四園地区の脳神経

外科の歩み
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川崎医科大学脳神経外科

深井博志

中国・四国医学会の前夜祭として水品川会か．昭和

44年7月18日第1回集会を高知市（演題10）で開催以

来，松江市（演題18），岡山市（演題12），松山市（演

題19），山口市（演題18），米子市（演題18），高松市

（演題17），広島市（演題35）と 8回を重ね，第9回徳

島市（演題40）からは，中国医学会と分離して開催

し，今回第10回岡山市（演題45）は午前中から行うこ

とになった．過去10年間の中国・四園地区の脳神経外

科診療を主とした activityの回顧を，演題内容から

行った i策題内容で目立つのは頭蓋内腫湯が多くなる

のは当然であるが，頭部外傷が減って，脳血管障害の

手術！＜＇.：関するもの，特に脳動脈療の演題の増加が目立

ち，中四地区の脳外科施設も昭和44年26施設より，本

年は45施設（認定医数94名）に増加している ことを述

べた．

26. 極小髄膜腫を合併せる後交通勤脈自体に

発生した動脈癌の 1治験例

徳山中央病院脳神経外科

黒川健甫，岡村知実

山口大学脳神経外科

渡辺豊

いわゆる後交通動除動除溜ヒ呼ばれる動脈療のほと

んどは内頚動除ー後交通動脈分岐部より発生するもの

であり，後交通勤肱自体から発生するものははなはだ

稀なものとされている．これら後交通勤除自（本より発

生せる動肱癌はより一般的ないわゆる IC-PC動詠癌

ど症状的に！土何ら変ることなく，また位置的にもたか

だか lcm前後の隔りがあるにすきない． しかし，そ

の手術的治療にあたってはアプローチの選択，クリッ

ピングまたはトラァピングの判断等考慮すべき点が多

々指摘される，

我々は最近左前頭部痛ど動限神経麻療を主訴として

来院した65歳の女性に脳血管写にて同側の後交通動脈

自体より発生せる動除癒を発見した．間後交通勤肱は

hyperplastic な幼若型で，同側後大脳動脈起始部

CP1）は脳血管写上 aplasticであった．左前側関頭に

より pterionalapproachで動詠癌柄部クリッピング

を行い，術後動限神経麻庫は消失したさらに，術中

偶然にもトルコ鞍結節部fl:直径7mmの小さい髄膜腫

を発見しこれを全駅出した．本症例の治療の概略を発

表し，さらに後交通勤除自体より発生せる動除溜への

手術的アプローチ並びに脳動防〈癌と脳腫場の合併に関

し若干の考察を行った．

27. 脳底動脈癒を含む多発性脳動脈癌の治療

について

広島市民病院脳神経外科

真鍋武聡，宮田伊知郎，島村絡

柴田態司，谷川 I~也、（：，三宅新太郎

多発性脳動脈癒に対しては，全動脈癌の同時手術，

あるいは出;j(るだけ早期に手術を行うのが理想的であ

る．しかし，多発性脳動脈癌が脳底動脈癌を含む場

合，その手術手技上の問題もあり，同時手術，あるい

は早期手術も慎重に検討を要するものである．

最近， 4例の脳底動脈癒を含む多発性脳動脈癒を経

験した． 1例は PCA(2ケ）， AVMの合併で慢性

期まで待機し同時手術．他の2例は， MCA,ACA !'. 

の合併例で，これらの手術後5日目， 15日目I＜：再出血

を来たし死亡した いづれも，再出血後に脳底動脈溜

の存在に気づいた 他の 1例は ACAとの合併であっ

たが，前2例の経験より，破裂脳底動脈癌とどもに，

急性期に同時手術を行＼＞救命しえた．

以上の経験より，多発性脳動脈癌（脳底動脈溜を合

併するもの）の治療上の問題点について検討を加え

た．すなわち，脳底動脈癒合併例には．特tこ破裂側の

決定に慎重を要するものである．破裂側の不明な場

合，意図的晩期手術とするか，急性期または亜急性期

に行うかを迅速に決定すべきである．一方，待機中の

減圧処置，あるいはー側動脈癌処置後の危険性は高

〈，いつれの方針にせよ，同時手術を原則とし， 2次

的手術も出来るだけ早期に行うべきと思われる．

また，急性期間時手術も決して不可能ではなく，特

lこ重症例に対しては，術後処置を不安なく積極的lこ施

行しうるものである．

28. 椎骨脳底動脈系の動脈癌の経験

川崎医科大学脳神経外科

岩槻清，d長イ、（交ー郎，梅田l昭正

椎骨脳底動脈系fl:発生する動脈癌は約5%といわれ

ている． 手術症例は 4f列で，その内訳は basilartop, 

peduncular segment of PCA, vertebro-PICA, PICA 

末梢の各1例である．いずれの症例も術前の grade
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は惑いものが多く，徐々に up-hillcourse となタ手

術可能となった症例で， 4例中3例に水頭症を合併し

シャント手術を必要とした． 4例中3例は柄クリッピ

ング可能であり， vertebra PICA例は fusiformの

ため，椎骨動脈中枢側クリッピングどコーティングを

併用した 最近椎骨脳底動脈系の動脈癌の手術成績は

比較的良好なものが多く報告されているが，我々の症

例でも vertebra-PICAの1例は術後昏睡になったが

徐々に回復し，他の3例は局所神経症状の一過性出現

のみで良好であった．椎骨動脈中枢側クリヴピングの

vertebra-PICA の症例は反対側の椎骨動脈も細くな

し術後の悪化の要因どして，スパスムスの存在の有

無，手術操作，術前の grade が考えられ，安易な椎

骨動脈中枢側クリッピングは危険であり，充分grade

があがり，スパスムスも寛解した状態で行なうべきで

あることを強調した．

29. Vertebral-Basilar Junction Aneurysm 

の手術経験

広島市民病院脳神経外科

宮田伊知郎，真鍋武聡，島村裕

柴田憲司，谷川雅洋，三宅新太郎

Vertebral Basilar Junction An巴urysmはDrake

(1973）によれは VertebralBasilar Areueysm 188 

例中9例で非常に頻度の少ない動脈癌の 1つであり，

また“noman’s land，，ど言われる程の領域に位置

し，最も手術手技の困難な動脈腐と考えられている．

今回，我々は本動脈癌1例を経験し， subtemporal-

transtentorial approach tとより neck clippingを

施行し得た．本例の経験より同部位動脈癌K対する手

術法について検討し報告した．

本動脈癌tr.対する手術法としては posteriorfossa 

approachあるいは transclivalapproachが一応考

えられるが，本法を前2者と比較してみると次の様な

特徴があると思われる．

(1）手術体位が慣れた楽な体位（PFA,TCA) 

rn脳神経に対し，中枢側より追跡出来る．従って

脳神経により視野を妨げられる程度は少ない．脳

神経の損傷も軽度（PFA)

(3）動脈癌に対し，比較的安全な neckより剥離可

能（TCA)

(4）感染の危険性が少ない（TCA)

(5）動脈癖の位置の問題（TCA)

斜台尾側1/3以下には不可能（Drake)

(ol 脳ベラによる側頭葉の長期圧迫

（ ）内は比較対照手術

PF A (Posterior Fossa Approach) 

TCA (Transclival Approach) 

30.高血圧性脳出血の経験

一一出血部位別手術適応の検討一一

香川県立中央病院脳神経外科

土井章弘，吉野公博，薮野｛言美

武本本久，片木良典

松山市民病院脳神経外科

浅利正三

いわゆる高血圧性脳出血の手術適応，重症度分類

(Grading）は主として被殻出血にたいし議論され，脳

出血全般にたいする Gradingとそれにもとずく手術

適応の検討などはみられない．我々の使用している

Grading （第5回脳卒中外科研究会において発表）を

視床出血，皮質下出血に使用し満足のいく結果をえ，

いわゆる高血圧性脳出血全般に使用出来るこどを提言

した．重症度分類Grade1：意識清明なもの.Grade 

2：言語による間いに反応できる軽度意識障害のある

もの. Grade 3：半昏睡で寒痛刺激に対し，目的のあ

る運動をするもの.Grade 4：寒痛刺激に対し目的の

ある運動はないが， Oculocephalic reflexがあるも

の． Grade 5：痔痛刺激に反応せず， Oculocephalic 

reflexがないもの． （優位半球の場合 Gradeを1段

階あげる．）手術適応は原則的には Grade2～Grade 

4までであり， Grade 5ほ手術適応どはならない

軽症例に関して視此出血の場合 Grade I Eの水頭症

を合併しない例では手術適応はない．皮質下出血の場

合も Grade I又は巣症状で初発した血腫量の少ない

例では手術適応はない．以上の結果はいわゆる高血圧

性脳出血96例の自験例（被殻出血51例，視床出血16,

皮質下出血13例）にもとづいた．なお小脳出血，橋出

血にも準用出来ると考えるが症例数が少なく今後検討

する予定である．

31. CT画像の計測！ （高血圧性脳内出血病巣

及び髄液腔の周囲長・面積及び重心）

倉敷中央病院脳神経外科

松永守雄，藤田雄三，荒木攻

松本陽，新宮正
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脳疾患の診療にあって CTの有用性には疑いがな

い．従ってそのデーター（画像）の均値化は更にその

効果をあげる事が考えられる．我々は輪転器（フォト

センサー付き）ヒゲイ ト回路を用いて病巣像の周囲長

・面積及び重心を求め得る工夫を行なったので，日常

診療上最も迅速を要守る疾患である脳卒中に適用して

みた．目下云える結論としてほ，

(I) 周囲長と面積との聞には大まかに相関があるよ

うに見えるが，

(2）特に予後不良乃至術前意識レベルの低い例で特

IC:周囲長が面積相当値（円に変換したと仮定した

時の ZrrR）よりも有意に高いものと恩われた．

(3) 血腫の重心の意味は目下不明だが，髄液腔のそ

れは軽症例で常に第3脳室と重なるが重症例では

対側に大きくずれ込む．

32.脳幹部出血に対する CTscanの有用性

香川県立中央病院脳神経外科

片＋：n典，吉野公博， l家野信美

武本本久，土井章弘

近年 CTscanの普及に伴い，脳血管写では診断困

難である頭登内小出血巣が容易に診断出来るようにな

って来ている．特le:脳幹部での小出血病巣の診断には

CT scanが非常に有用である． 我々は1977年9月以

来，その診断において CTscanが特に有用であった

脳幹部出血症例（今回はいわゆる高血圧性脳出血とし

ての視床出血は除外した）を 4例経験したのでその症

例IL.っき報告した．なお全例ともに非手術症例であ

る. 4例中 2例はいわゆる高血圧性脳出血どしての橋

出血症例 （62歳男性， 59歳男性）で両者ともに急速に

悪化する意識障害で発注し，神経学的には多彩な脳幹

症状が認められた CT scan (OM line O。）上，高

吸収域の橋被蓋への拡がり，中脳への伸展程度，第4

脳室どの関係などが判然と理解された．他の 2例は外

傷性の脳幹部小出血例であった．即ち CTscan lとよ

り1例（17歳男性）は間脳一基底収部の小出血と，他

の1例（64銭男性）は左中脳彼蓋の小出血と診断出来

た．なおこれら 2定例ともに同時に施行した脳血管写

では診断出;jぐなかった外傷性一次性脳幹部損傷の病

理的変化どしては，文献上脳幹部の小出血などが多数

例lζ認められてはいるが，生前IC:CT scanで確『記さ

れた症例の報告は極めて少なく，これら 2例は現在の

ところ非常に稀れな症例ど恩われた．又脳幹部出血診

断時の CTscan施行方法についても言及した．

33. 原発性脳幹出血の治療法の検討

一一←血腫除去術後8年間の有為生存中の

症例と留j検例を中心に一一

川崎医科大学脳神経外科

深井博志，中条節男，藤野秀策

梅田昭正，佐藤宏二

致命的な原発性脳幹（主K橋）出血も， CTscanで

軽症例まで診断し得るようになったので，本症の手術

適応を検討して見た

資料として，手術時35歳男の右橋被蓋血腫（新空膜

を伴う 18ml)除去後， 8年間の有為生存中の症例と，

非手術剖検例の67歳男 （両側被蓋出血），54歳女 （全

脳椅・中脳出血）と 8歳女児（新生膜を伴う全脳橋内

出血）の3症例の血腫局在と臨床症状の検討を行い，

更に椅血腫除去術後， 長期生存している文献上の15症

例，文献上の非手術剖検例の76例を加えて臨床病理学

的考察を行った

（結論）原発性脳幹出血の好ましい直達手術の適応

ば，脳橋の ① intra-axial を広く占有しない sube-

pendymal Jillij章で，②片側性であり，③脳圧冗進～脳

室拡大を伴う， ⑦症状の進行性～再発性の， ①高年齢

でないものなどで，高血圧性のものより，特発性血腫

が好ましいようである．しかし，剖検例から見ると高

血圧性橋出血でも10～20%は手術適応どなり得る．但

し， I怪症例で CTscanで小血腫があっても，頭蓋神

経障害のみに留る ものは保存的療法で， CTscan に

よる経過観察をした方が良い．何故なら，小血騒で

subependym K接していないものは，直達手術で神

経障害が追加される可能性があるからである．

34＿字L児特発性脳内血腫の 1例

汚川県立中央病院脳神経外科

放野｛言7；，吉野公博，武本本久

J',・ -1（良典，土井章弘

松山市民病院脳神経外科

｛足利正二

硬膜下血腫に似た臨床症状を呈し手術により特発性

脳内血腫ど診断された生後47日の乳児脳内血腫例を経

験したので報告した．症例は昭和52年7月9日満期吸

引分娩IC:て出生した男児．昭和52年8月25日午後より

、・ー
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li1嫌が悪くなり 8月26日午前中 2回曜日土し，その後，

5～15秒の痕鐙が頻発，顔色も不良どなり午後4時某

病院に入院．入院時血液学的検査では RBC247×1Q4, 

Hb 7. 9g/dl, Ht 22. 0%で髄液が血清であったため硬

膜下血種の疑いにて同日午後9時当科に緊急入院．入

院時所見としては傾眠状態，両側眼験結膜の貧血，大

泉門の軽度膨隆を認めたが眼底は異常なし．右 CAG

では異常を認めず，第5病日， CT scan を行なった

結果左側頭葉に highdensity area を認めた． しか

し，意識障害は漸次改善傾向にあり，経過観察してい

たところ，第12病日右半身痕鐘IC:続く右片麻庫が出現

し以後改善が認められなかったため第17病臼，左側頭

関頭術による血腫吸引術を行なった．手術時所見とし

ては，左側頭葉内に 35grの血腫があり，血腫腔周囲

には異常血管を認めず vitamineK 欠乏によると考

えられた 小児の特発性脳内血腫の報告例はほとんど

が幼児期以降で乳児期の報告は余りみられないー乳児

期によく遭遇する硬膜下血腫を思わせる症状をもって

発症し， CTscan，手術により特発性脳内血腫と診断

した比較的稀な脳内血腫もあるので鑑別診断上注意を

要するものと思われ，ここに報告した．

お．脳深部小動静脈奇形の手術経験

広島大学脳神経外科

桑原敏，島 健，桑原倖利

西村茂，森信太郎，魚住徹

過去3年間で6例の脳深部に位置する小動静脈奇形

の手術を行い，全例K全摘出術を施行，いずれも良好

な結果を得たので報告する． AVM の内訳は basal

ganglia 2例， splenium 1例， trigone 1例，

inferior horn 1例，側頭葉前内側面1例であった．

その内5例は初回症状が出血発作であり， 4例に脳内

血腫を合併していた. 2例の basalgangliaのAVM

は，いずれも血腫を併ってけたため， trans cortical 

あるいは transsylvian approach で血腫腔に達し

AVMを全摘出した. splenium, trigoneの AVM

は interhemispherictranscallosal approachで手

術を行った．深在性の AVMは初回出血をおこす頻

度が高く，したがって重篤な神経症状を呈するこ

と，放置すると nidusの増大をきたしやすいこと等，

mortalityの面からみて積極的手術適応があると恩わ

れる．しかし反面脳深部に位置するため，術後に神経

症候の悪化をきたす場合も多く morbidity を考慮す

れば，その手術万法には慎重でなくてはならない．

thalamus, basal gangliaの AVMは脳内血腫の有

無，神経症候の重篤度が判断の基準となり，脳室内

や corpuscallosumの AVMでは nidusの拡がり

が問題となるが，手術成績を考慮すると積極的に行う

べきであると思われる．

36. 呼吸停止をきたした小脳動静脈奇形の 1

治験例

福山大田病院

岡尾昭二郎，大田浩右

脳動静脈奇形のうちで，後頭蓋宵のものはテント上

のものに比べまれであり，その全摘術成功例は少な

い．私達は最近くも膜下出血で発症し，小脳内血腫も

伴なう，昏睡，自発呼吸停止という重篤な症状を呈し

た小脳動静脈奇形の全摘術を行ない，良好な結果を得

た1症例を経験した症例は32歳の主婦で，突然激し

ロ頭痛後昏睡となり，自発呼吸が停止した．レスピレ

ーターによる人工呼吸を 5時間続けたところ徐々に自

発呼吸出現し，意識もやや改善傾向をみた 腰椎穿刺

でくも膜下出血を確認し，脳血管撮影で脳室拡大所見

と小脳動静脈奇形を認めた．まず脳室ドレナージを行

ない，意識清明となり，全身状態も改善されるのを待

ち，発症3週間後に後頭下関頭術を行なった．そして

右後下小脳動脈を重要な流入血管とし，直洞への流出

血管をもつくるみ大の小脳動静脈奇形を全摘出した．

右小脳半球内に脳内血腫約 15mlも存在していたので

併せて除去した．術後脳窒腹腔吻合術も行なっている

が，軽度の失調性歩行，右側の adiadochokinlesia

右側の FN test障害，眼振を認める以外，経過良好

である．

37.後頭蓋富に脳動脈癌と脳動静脈奇形が併

存した l~lj

山口大学脳神経外科

山下哲男，井上信一．井原清

波多野光紀，東健一郎，青木秀夫

宇部興産中央病院

松村照男，渡辺浩策

脳動脈癌ど脳動静脈奇形が併存する症例は比較的稀

であるが，我々は，最近，その 1治験例を経験したの

で報告する．
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1,'i'f¥'IJ:r:38,;1誌の男性で，昭和53年3月19日，めまい，

頭痛， I匿吐をきたして発症した． 4月2日，意識障害

をf'j＇.なう opisthotonicconvulsionがおこり，翌日，

CT-scan にて， 第4～第3～側脳室に血腫を認め

た． 5月8日．当科κ紹介された．

入院時神経学的所見は，無欲状態で，失見当識，記

銘力障害，軽度の1:.C.小脳半球症状を認めた． 5月 9

日， Lt-BAGにて左後下小脳動脈の choroidalpoint 

部IC動脈癌があり，その末梢部で左小脳半球に AVM

を認めた 5月15日，後頭下関頭術，動脈溜頚部クリ

ッピンゲ， AVM嫡出術を施行した．主h脈癌のー一部は

第4脳室に露出し，これから出血していた．術後水頭

li'Oi'c＇.，＇.汗 されず脳室腹腔短絡術を施行した． 6月24

日，神経学的異常所見を泌さず退院した．

AVM に動脈痛を合併する頻度は 1.4～8.7%であ

り，動脈癌ILAVM を合併する頻度は0.3～2.1%と

報告されている 当教室でば，それぞれ7.o~e-. 1. 8°ら

である．

後頭蓋認の同一動脈に AVM と動脈癌が合併した

報告は， 1971年に村上が， Rt-SCAに. 1977年に鈴木

が Lt-PICAの症例を報告している．本fit例ど同様，

Lt-PICAの末梢の症例は予後がよい．

AVM，動脈1留のいずれが出血したかの判定には

CT-scanが有用である．

38. 頚椎部の硬膜内，外にわたる動静脈奇形

の1例

国立岡山病院脳神経外科

衣ヘ仔｜｜孜，奥村修三

spinal •\ VM が頚部使膜内， 硬膜外lこ存在し治療

に種々の困難を要した 1例を経験したので報告する．

患者は39歳女子，現病ff&は昭有146年9月消火作業中

ホースが頭部にあたり， 2ヶ月後に一過性左上肢運動

隊蓄を来し， 4811には右上下肢のJ:11Lι，歩行障害を訴

え，~~山形外科受診する．ここで脊髄腫療との診断の

もとに Cz-Cslaminectomyをう けspinalAVMを

確認され当科に転科する．（脊随一臆場は Myelography

から診断）

当科l乙て左 BAGで C1Csの spinalAVMと確

認し， 数回の手術にて左椎骨’動除の trapping を行

う. ~，iiJ後 bruit 知覚，運動障害は改善する傾向にあっ

たが， 血管写にて deepcervical arteryを導入;i";}JIJホ

とする AVMが1部残っていた． 2年半後の血管写

ではこの 1部 AVMは完全に消失していた．

spinal AVM の発生部位としては髄内，硬膜内，

硬膜外，椎体及び脊柱管外t乙分けることが出来るが，

本症には spinaldural A VMという分類が適当であ

ると思われる．

AVM全摘が困難な場合，導入動除の結粂により，

症状の寛解を期待出来， spinal ischemiaによる症状

悪化の危険は少ないと考えられる.f.T:状発現の機序と

して外傷による機械的因子が考え られた．

39, STA-MCA anastomosis後に見出され

た AVMの1症例

岡山大学脳神経外科

松本給，柳生康徳．西本詮

広島市民病院脳神経外科

真銀武聡

右内頚動脈閉塞にたいし， STA-MCAanastomosis 

を施行したところ，術後の頚動脈写にて再開通した右

中大脳動脈流域1r.AVM を見出し，再開頭手術ILて

根治しえた興味ある1症例を経験したので報告した．

症例は61歳，女性．左片麻俸を主訴どし，completed

strokeとして， 昭和50年12月10日入院した．右頚動

脈写にて右内頚動脈起始部での完全閉塞を認めた左

頚動脈写では， crossfilling にて右中大脳動脈 tri-

furcation までは造影しえたが，その末梢は十分造影

出来なかった． 右内頚動脈閉塞と診断し，右 STA

MCA anastomosisを施行した．術後17日自の右頚動

脈写では， anastomosisの開存は十分で，これを介し

て造影された右中大脳動脈末梢部に小指頭大の AVM

を発見した．そこで再開頭手術を行ない，約 3gの

AVM全摘出した 術後の経過必順調で，機能訓練に

より左It麻療はいくぶん改善され，退院した．本症例

はたまたま小さな AVMのあったところに，右内頚

動脈閉塞の合併したものと考えられた．

40. STA-MCA Anastomosisの経験

松山赤十字病院脳神経外科

五石↑享司，鰍川哲三，曾我部員土

岡本博文，河島研吾

我々は昭和51年より STA-MCA Anastomosisを

施行して来たが，わずかに 9例の経験しか持たない．

左中大脳動脈分岐昨末村jにて閉塞せる 2例があり， 1
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例は吻合せずに経過観察するも言語障害の改善は，wめ

られなかった 1例は Gerstman症候群は吻合術後

に急速に改善し，術後1ヶ月半にて高校校長に復職し

得た．末憎の閉塞にお＼＞ても回復し得ない症例があ

り，早期に吻合術を施行すべきものと考える．中大

脳動脈起始部閉塞においても， C.T.において low

densityの出現する場所の違うもの，又 lowdensity 

の認められないものと種々の typef＜：別けられると考

えるが，副Jtu行路も良＜ C.T. Ir.て内包後脚部にのみ

low densityを認め，皮質に lowdensity＇は認めら

れない症例で保存的治療にて症状の改善を認めなかっ

た例があり，運動障害は無いか．言語障害，精神機能

障害のみの2症例も吻合術後急速に症状の改善が得ら

れた．優位の半球においては言語障害，精神機能の回

復を得るためには，早期の吻合が必要であると考え

る．精神機能の改善はクレッペリン精神作業検査にて

著明な改善が認められた．

41.小児に対する STAMCA吻合術の2経

験

国立福山病院脳神経外科

宮本俊彦，別宮博一，則兼博

われわれは最近，小児の虚血性脳疾患2例に対して

安全に STA-MCA吻合術を施行し，良好な結果を得

たので報告した

症例l，佐O佳01歳11ヶ月女児，モヤモヤ病．左

半身の TIAで発症， 5日後に stroket乙到り，当科

へ入院した．翌日より歩行可能となるも， 1ヶ月の保

存的治療後も左手の開閉は不能であった．脳血管写は

モヤモヤ病特有の所見を呈し， CTでは運動領に比較

的狭い lowdensity area がみられるにすぎないた

め，脳虚血状態が主であると考え，右 STA-MCA吻

合術を施行した．術直後より左手の開聞が可能とな

り，術後の血管写では STAの拡大と MCA の造影

が認められた．しかしながら， 1ヶ月後，反対側の重

積窪暖と盤筆後失語症及び右片麻療の発作があり，左

STA-MCA吻合術も行い，順調に経過し，現在1＜：到

っている．

症例2，平O美O子 7歳女，右内頚動脈狭窄疲．

5ヶ月前頃より泣いた後に左上下肢の TIAをきたす

様になり，進行するため当科へ入院した．脳血管写で

は，左側のみの内頚動脈全体の狭窄と左 A1狭窄があ

るが，脳底部1＜：異常血管網はなく，モヤモヤ病とは

呉る所見であった． 保存的治療は無効で，右 STA-

MCA吻合術を行った．術後右 C2は限動脈分岐直後

で閉塞し，進行性病変か示唆されたが，吻合血管と右

PcomAを介する血流によって脳虚血状態が回避さ

れ， TIAの改善を認めた．

42. 99mTc-RBC vasc'l1lar imageの浅側頭

動脈 一一中大脳動脈吻合術，術後症例

に対する応用一一

香川県立中央病院脳神経外科

武本本久，吉野公博，護主野f言美

片木良典，土井章弘

脳血管障害例について， diffusible indicatorを用

いた RI検査の報告が多く， non-diffusibleindicator 

を用いた報告はあまり見られないー今回，私共ば，フ

ランス原子力庁（CIS）製赤血球標識用キット（TCK-

11) を用いて， Tc-99m標識赤血球（以下Tc-RBC)

による vascularimage を浅側頭動脈中大脳動脈吻

合術（以下 STA-MCA吻合術）の術後に施行したと

ころ，若干の知見を得たので報告した. 1972年に施設

開設以来，行った STA-MCA吻合術21症例中， 5症

例IC:, Tc-RBC vascular image を施行した．同時

に， Tc99m pertechnetate brain scintigramを施

行したのは， 3例であった． Tc-RBC angiography 

では， 5例中3例に明確な STA-MCA吻合部描出が

見られたのに対して， Tc-angiography では， 3例

中1例のみであった．文 Tcstatic scintigraphyで

は， 全く見られないのに対して， Tc-RBCvascular 

imageでは， 5例中3例K認められた．この結果は，

Tc-RBC vascular image lとより STA-MCA吻合部

の開存の有無を描出し得ることが可能であるというこ

とを示唆する所見であり，従来， STA-MCA吻合術

の術後 followup study k行われていた脳血管撮影

にかえて，侵襲の少ない，手軽に出来る外来検査法と

してのTcRBC vascular inageがあるということを

報告した

43.頭蓋外頚動脈病変に対する外科的療法の

経験

第2報 術中術後合併症予防対策

徳島大学脳神経外科

上回伸，蔭山武文，山下茂
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吉嶋淳生，高杉晋l陥，松本圭i践

第8回re.続き，今回は血栓内膜除去術（CEA）にお

いて経験した術中術後の合併症と，その予防対策につ

き報告した．過去3年間に当科外来を受診した脳虚血

性疾患201例中，頭蓋外頚動脈病変によるものは48例

で，うち31例に手術的療法を行った．内訳は CEA17 

例， CEAと STA-MCA吻合術の併用4例， STA-

MCA吻合術8例，内頚動脈の再建術2例である．こ

のうち CEAを行った21例につき，術中術後の合併症

を検討した．まず， 21例の術前合併疾患をみると，高

血圧症15例， 高脂血症9例，糖尿病5例等かなり高頻

度にみられ，とれらが術中術後の合併症発現の risk

factorとして働くことを充分考慮する必要があると

恩われた．術中術後の合併症は，術中 shunttubeの

閉塞，術中低血圧，過長血流遮断等！とよる神経脱落が

各 1例，術後感染，舌下神経麻簿各1例，術後創出血

2例の計7例で，術後感染の 1例は死亡し， shunt

tube閉塞例と，術中低血圧例は，神経脱落症状が長

期i乙残存した．これらの予防対策として，最近は全例

に Fshaped shunt tubeを用い，術中く り返し shunt

の開通を確認し，圧を monitorし， 必要があれば血

液カ、スの測定や， heparinの注入を行っている．術中

の血圧維持に留意し，収縮期圧を lOOmmHg以上に

保つようにしている. heparinは局所的に少量用い

るにとどめ， 代りに血液 surfactantである COP

choline と urokinaseを大量に使用し血栓形成を予

防している．

44.頭蓄内出血を伴なったー側性ウィリス輪

前半部血管異常

山口大学医学部脳神経外科

阿美古征生，山下哲男，青木秀夫

小倉記念病院脳神経外科

亀田秀樹

脳底部異常血管網を示す疾患については現在まで多

数の報告がある．我々は最近ー側の異常血管網に合併

した脳内血腫の 1例を経験し，手術により血腫を除去

し，同時に異常血管網の検索及び生検を行ない貴重な

所見を得たので報告し，若干の考察を述べる．症例な

67歳の女性で軽い弁膜症があり 開業医にて投薬を受け

ていたが， 52年 8月3日突然頭痛，言語障害， 左上下

肢の麻揮をきたし，某病院に入院，脳波及び脳血管撮

影にて異常を指摘され52年8月16日当科入院，入院時

神経学的には意識清明なるも，時間，場所に対する失

見当識や記銘力障害を認め，左顔面を含む片麻療を認

めた．右脳血管撮影にて内頚動脈 C1の狭窄，その末

梢IL異常血管網を認め，かつ外包を中心として占拠性

病変を認めた 52年8月18日右前頭側頭関頭を行ない

sy!vius経由に血腫 SOmlを除去した．また内頚動脈

は C1で狭窄し白色調を呈しそれより末梢の前大脳動

脈，中大脳動脈も同様の所見を呈していた.anterior 

choroidal artery のすぐ末梢より周囲の vesselと

明らかに異なる静脈様動脈が分岐し， また A1及び

Heubner arteryから分岐した穿通校とともに頭蓋底

IL存する異常血管網に流入しているのが認められた．

異常血管網の一部を biopsyし手術を終えた．血管撮

影の所見，術中所見，組織所見より Moyamoya病と

の関連について考察した．




